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1月12日

本庄の大楠も雪化粧

輝け、未来へ向けて

平成29年度 築上町成人式
確定申告

〜今冬初めてまとまった雪が降りました〜

輝け、未来へ向けて

築上町成人式
平成２９年度

新たな決意を胸に

年度築上町成人式が行

１月７日︑文化会館コマーレ

で平成

▲成人式実行委員８名の手形（ページ右上）
が、パンフレットの表紙を飾った

かって羽ばたいてくださいね︒

新成人の皆さん︑未来に向

とメッセージがありました︒

らのつながりを築いていこう﹂

でのつながりを大切に︑これか

あって︑今の自分がある︒今ま

てくれた人たちとのつながりが

で出逢った人たち︑自分を育て

パンフレットの結びには﹁今ま

人式のテーマは﹁つながり﹂︒

８名の実行委員が企画した成

喜びあう姿がありました︒

加し︑会場では旧友との再会を

２２名︒式典には１４０名が参

われました︒今年の新成人は２

29

２

平成30年2月

暦の上では︑早や立春を迎えます
が︑まだまだ寒さの厳しい毎日が続

場整理券が必要です︒皆様のご来場
をお待ちしています︒

松鳳山関頑張っています

だった﹁子ども医療費﹂の助成対象

っています︒千秋楽まであと６勝し

鳳山関は中日までで６勝２敗と頑張

大相撲初場所︑本町岩丸出身の松
歳まで引き上げる条例が可決さ

を
４月からの実施に備えます︒お子様

位で三役狙いの場所となります︒よ

日で終わります︒

り一層の奮起を期待いたします︒

すが︑少子化を脱却するための子育
て支援の一環として︑万が一の子育

私の任期は２月

が病気や怪我をしないことが一番で

きます︒やがて梅の便りが参ります︒ れました︒３月議会で予算を計上し︑ て欲しいものです︒春場所は前頭上

小学生の中国訪問感想文を読んで
名と

今任期最後の寄稿となりました︒厳

月に町内７校の児童

て家庭の臨時出費を抑えることがで

昨年
随行者が﹁築上町日中友好総合交流

ついて認識できたこと︑英語を通し

に漂着し︑漁師に助けられ船の綱を

９０１年︑菅原道真公が高塚の浜

健勝をお祈りいたします︒

寒の折︑町民の皆様にはご自愛頂き︑

て交流ができた喜び︑貴重な経験が

巻いてその上に着座したとの言い伝

菅原道真公と天神信仰

きる施策と考えています︒

11

事業訪問団﹂を組織して訪中した際
の報告書が私の元に届きました︒児
童の感想文には︑文化の違いや︑中

できたことへの感謝の気持ちなどが

えから綱敷天満宮と称されています︒

国から伝来し日本に融合した文化に

綴られており︑大変嬉しく思いまし

管公はこの地から大宰府に赴き︑数
年後に大宰府で没しています︒２月

た︒十分に訪中の使命を果たせたの
ではないかと感じています︒

平成30年2月

日︑午後２時からコマーレで太宰
府天満宮の禰宜・味酒安則さんを招
聘して菅原道真公について講演して

３

18

17

いただきます︒入場は無料ですが入

1月13日、平成30年築上町消防出初式が行われま
した。前日までの雪で中央公民館での開催となり、
当日は消防団員と関係者ら約300名が参集。式典で
は、長年にわたる活動に功績のあった団員への表彰
などが行われました。
町の皆さんの生命と財産を守る、地域防災の要と
しての意識を高め、1年間の無災害への決意を新たに
する出初式となりました。

21

子どもの医療費 歳まで助成
18

Topics

１年間の無災害を願い
築上町消防出初式

11

月議会で︑これまで中学生まで
12

所得税・町県民税・国民健康保険税

確定申告
申告期間

2月16日

3月15日

〜

税務課

平成29年1月1日から12月31日までの1年間の所得に

課税係（本庁内線215）

ついて、課税される税額を計算し申告する「確定申告」

確定申告が必要な方

納税することとなります。申告期間を過ぎると、延滞税

給与所得者（サラリーマン等）

の時期になりました。計算された税は「所得税」として
等がかかる場合がありますので、申告・納税は期間内に
済ませましょう。

▶年間の給与収入が2,000万円を超える方

▶給与・退職所得以外の所得が20万円を超える方
▶2か所以上から給料をもらっている方

申告に必要なもの
申告書・案内はがき（税務署から送付された方のみ）
マイナンバー確認書類（マイナンバーカード、通知カード等）
身元確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、保険証等）
印鑑
本人名義の預金通帳・キャッシュカード等（還付用）
給与所得・公的年金の源泉徴収票
▶事業所得がある方 収入・経費の確認書類
（帳簿、預金通帳、領収書等）

収入・経費の確認書類

▶農業所得がある方

▶中途退職等で年末調整を行っていない方

給与所得者以外
▶農業・漁業・自営業、地代・家賃、配当収入、

不動産売却等の所得があり、各所得の合計額が
基礎控除や扶養控除等の合計額を超える方

! 次に全てに該当する方は確定申告は不要です。
①公的年金等の収入が400万円以下
②公的年金等がすべて源泉徴収の対象
③公的年金等以外の所得が20万円以下
＊③は住民税の申告が必要です。

（領収書、農機具購入証明書等）

所得控除用の書類

（生命・損害・地震保険料の支払額証明、医療費の領収書等）

社会保険料控除用の書類

（国保税・後期高齢者医療保険料・介護保険料納付証明）
※税務署で申告する場合のみ必要。役場で無料交付します。
▶住宅借入金等特別控除がある方

登記簿謄（抄）本、
借入金の年末残高等証明書、
売買契約書など取得価格・年月が確認できる書類

住民税・国民健康保険税の申告
上記「確定申告が必要な方」に該当して
いなくても、次の方は申告してください。
▶給与所得、公的年金等の所得以外に所得がある方

▶国民健康保険加入者（世帯主、18歳以上の被扶養者）
▶保育所入所・入所希望のお子さんの扶養者

事前の
準備を !

申告会場での時間短縮に
ご協力をお願いします。

▶ 事業所得
（農業所得等）がある方は、あらかじめ収支

計算をしてご来場ください。
▶ 医療費控除を受ける方は、
あらかじめ医療費の合計
金額を計算してご来場ください。

▶町営住宅の入居者

▶県等の進学奨励金を申請するお子さんの扶養者

! 申告を行っていないと、所得に関する証明が発行
できません。また、所得が少ない人は国民健康保
険税の軽減措置が受けられる場合がありますので、
収入の有無にかかわらず申告をしてください。
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平成30年

申告日程・会場
日

程

※都合がつかない場合は、対象地区以外の日程でも相談できます

対象地区

会

2月16日（金）

小山田・船迫・弓の師・南別府

2月19日（月）

寒田・櫟原・本庄

2月20日（火）

伝法寺・上香楽・下香楽・袈裟丸・松丸

2月21日（水）

安武

2月22日（木）

上深野・下深野・峠・開拓・赤幡・広末

2月23日（金）

下築城・東築城

2月26日（月）

上築城

2月27日（火）

上別府・下別府

2月28日（水）

有安・上ノ河内・山添・福間・上り松・石堂

3月 1日（木）

越路・水原・奈古

3月 2日（金）

岩丸・日奈古・極楽寺・正毛田

3月 5日（月）

宇留津・坂本

3月 6日（火）

今津・東八田

3月 7日（水）

湊南・湊北・鬼塚・西八田

3月 8日（木）

東高塚・西高塚・新開

3月 9日（金）

椎田南・臼田・小原・真如寺

3月12日（月）

椎田東・椎田中・椎田西・峯原

3月13日（火）
3月14日（水）
3月15日（木）

指定日に来られなかった方

行橋税務署からのお知らせ

築城支所
（2階）

本 庁
（地下研修室）

〒824-8611 行橋市門樋町1-1

申告書の作成は国税庁ホームページで

場

行橋税務署

☎0930(23)0580

申告会場のご案内

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」

会場では、国税庁ホームページ「確定申告書

では、画面案内に沿って入力することで納税額や還付

等作成コーナー」を利用して、ご自身で申告書

される税額が確認できるほか、印刷して必要書類と併

を作成していただくことを基本としています。

せて郵送（提出）することで申告することができます。

インターネットをご利用の方は、ご自宅

国税庁

確定申告書等作成コーナー

操作方法などに関するお問い合わせは、下記まで。
e-Tax
☎

作成コーナーヘルプデスク

0570-01-5901（全国一律市内通話料金）

▶受付時間

月〜金曜日（祝日等除く） 9:00 〜 17:00

で申告書を作成し、ご持参ください。
▶会
▶日

場
時

行橋税務署別館会議室

混雑緩和に
ご協力を！

2 月 16 日（金）〜 3 月 15 日（木）
9:00 〜 16:00（土・日除く）

質問や必要書類の確認は、お電話でどうぞ。
行橋税務署（☎0930-23-0580）では、
自動音声により申告についてご案内しています。
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▶

34.69％

認知症の推計

▶

975人 ←高齢者の7人に1人

介護認定の推計

▶

1,073人 ←高齢者の6人に1人

一人暮らし高齢者

▶

1,908人 ←高齢者の3人に1人

の特性に合わせて︑地域が自主的︑

このことから︑それぞれの地域

力で生活を支援していくことを目

主体的に﹁地域包括ケアシステム﹂

など︑さまざまなサービスや人の
指します︒

を作り上げていくことが必要とさ

身体機能の衰えや疾病など︑生

れています︒

高齢化の進み方には地域ごとに

活に手助けが必要になる時は誰に

地域に合ったシステムを
地域で作り上げていく

特徴があります︒町村部では︑ 歳

人口は減少する傾向にあります︒

以 上 人 口 の 増 加 は 緩 や か で す が︑

くためには何が必要なのでしょう

たこの町で自分らしく暮らしてい

で も 訪 れ ま す︒私 た ち が 住 み 慣 れ

歳以上の割

てみると︑人口は約２千人減少す

いて紹介します︒

構築に向けての町の取り組みにつ

か︒次回は︑地域包括ケアシステム

えています︒

合︶は︑ ．２％から

る一方︑高齢化率︵

．７％まで増

過去

年間の築上町の推移を見

75

︻特集︼地域包括ケアシステムの実現に向けて

住まい・医療・介護・予防・生活

第１回

諸外国に例をみないスピードで
支援が一体的に提供される体制の

高齢化率

10

住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを
続けていくために

高 齢 化 が 進 む 日 本︒４ 人 に １ 人 が

6,505人 ←町人口の3人に1人

34 65

ことです︒行政をはじめ︑医療・介
護の専門機関︑地域の老人クラブ

▶

28

歳以上となり︑２０４２年には

高齢者数はピークを迎えると予想

や自治会︑ボランティアグループ

◇築上町の状況（平成29年中の数値）

歳

高齢者(65歳以上)

さ れ て い ま す︒団 塊 の 世 代 が

▶

以上になる２０２５年以降は︑医
療や介護の需要がさらに増えてい
くと見込まれます︒
このため︑国は２０２５年を目
途に︑高齢者の尊厳の保持と自立
生活の支援を目的に︑
﹁地域包括ケ
アシステム﹂の構築を進めていま
す︒

﹁地域包括ケアシステム﹂
とは？
介護が必要になっても︑住み慣
れた地域で人生の最期まで自分ら

18,752人（8,915世帯）
人口・世帯数

75

し く 暮 ら す こ と が で き る よ う に︑

◇地域包括ケアシステムのイメージ

65
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楽しみながら参加しませんか？

「高齢者生きがい教室」受講生募集
■講座内容（すべて初級者向けの教室）
▶日時
◇陶芸教室
第 1・3（月・火）曜日
13:00 〜 15:00
▶定員
15 名

◇表装教室

▶日時

◇フラダンス
教室

▶日時

第 1 〜４火曜日
9:30 〜 12:00
▶定員
10 名

◇書道教室

▶日時

◇ヨーガ
教室

▶日時

第 1・2 火曜日
13:00 〜 15:00
▶定員
15 名

■対象者 町内在住で、おおむね 60 歳以上の方
■受講期間 1 年間（平成 30 年 4 月〜平成 31 年 3 月）
■申込期間 2 月 13 日（火）〜 28 日（水）
■申込先 福祉課 高齢者福祉係
■受講料 無料（材料費は自己負担）
■実施場所 自愛の家
福祉課

第１・３水曜日
9:30 〜 11:30
▶定員
20 名
①第１・３木曜日
13:30 〜 15:30
②第２・４木曜日
13:30 〜 15:30
▶定員
各 15 名（2 教室）

新規申込者を優先し、定員を超え
た場合は抽選とします。
また、受講３年以上になる方は、
申込人数が定員を超えなければ
受講できます。

高齢者福祉係 （本庁内線 254）

京築地域魅力体験ツアー「京築めぐり2018春」in築上町

浜宮海岸でアサリ掘り 掘って掘って掘りまくれ！
遠浅の浜宮海岸は北九州地域でもトップクラスの「ア
サリ貝」潮干狩りの名所です。ここで採れるものは「椎田
アサリ」として広く知られており、肉質が厚く、まろやか
な甘みがあるのが特徴です。
早春の海からの贈り物をぜひ掘り当ててください。
■日 時
■集合場所
■参加費
■定 員
■申込期限

3 月 17 日（土） 13:10 〜
浜宮海岸 駐車場
1,000 円／人（保険・体験代込）
20 名（最少催行人員 10 名）
3 月 14 日（水）

「京築めぐり公式
ガイドブック」
用具の無料
貸出し
あります♪

企画振興課
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企画振興係 （本庁内線 363）

役場本庁、築城支所、
中央公民館、ソピア、
コマーレ、メタセの杜
などで配布しています。
是非お手にとってみて
ください。

築上町「やすらぎの丘霊園」のご案内
やすらぎの丘霊園は、高台に位置した格調高いやす
らぎに満ちた公園墓地です。
■所在地 築上町大字山本 287 番地 1
■総面積 11,001 ㎡
■区画（1 月末現在の残数）
▶ 大
3.0ｍ 4.0ｍ（12 ㎡） 11 区画
▶ 中
2.5ｍ 2.8ｍ（7 ㎡） 29 区画
▶ 小
2.0ｍ 2.5ｍ（5 ㎡） 147 区画
■使用料
使用者

区分

町内者

中

町外者

環境課

永代使用料

永代管理料

大

1,146,024 円

194,400 円

小

477,510 円

81,000 円

668,514 円

113,400 円

大

1,375,228 円

194,400 円

小

573,012 円

81,000 円

中

802,216 円

113,400 円

環境係 （支所内線 154）

第10回アグリロードレース
大会参加者を募集します。
■日
■場
■種

時
所
目

走行距離
10km
5km
3km
2km

■申込先 築城支所 環境課
■申込時の必要書類
▶ 使用許可申請書
（築城支所 環境課に備え付け）
▶ 住民票の写し
（世帯全員分）
▶ 戸籍謄本
▶ 印鑑
▶ 墓地管理人届
（町外の方は、町内在住の方に管理
を依頼するか、管理履行誓約書が必要です。）
▶ 墓地を必要とする理由書
（町外の方のみ）

3月18日(日) 受付 8:10〜 ＊雨天決行
アグリパーク周辺コース
種

▶一般・高校男子
▶一般・高校男子

目
▶一般・高校女子

▶壮年男子（40歳以上）
▶ゆっくり走ろう

＊ウォーキングも可
▶中学生男子2・3年生
▶中学生男子1年生 ▶中学生女子
▶小学生男子5・6年生
▶小学生女子5・6年生
▶小学生男子1〜4年生
▶小学生女子1〜4年生

■参加費
▶ 一般・壮年
1,000円
▶ 高校生
700円
▶ 小・中学生
500円
▶ ゆっくり走ろうの部
500円（町内在住の方は無料）
■申込期限 2月16日(金)
体育協会事務局(火〜金曜日) ☎（56）0075

築上町一般非常勤職員募集

築上町役場（福祉課）で一緒に働きませんか？
■職 種
■募集人員
■任用期間
■勤務時間
■勤務日数
■休 日
■勤務場所
■業務内容
■賃 金
■加入保険
■受付期間

一般事務補助
1名
平成30年5月1日〜平成30年10月31日
8:30〜17:00
月に17日程度
原則として土・日曜日、祝日
築上町役場
介護保険および介護予防関係事務補助
月額 129,115円
社会保険、雇用保険
2月8日(木)〜28日(水)
8:30〜17:00 ＊土・日曜日、祝日を除く
■応募資格 ▶ 昭和28年4月2日以降に生まれた方
▶ パソコン操作(エクセル・ワード)
ができる方
▶ 普通自動車運転免許を有する方
■申込先 福祉課 高齢者福祉係
■提出書類 雇用申込書・履歴書
＊雇用申込書・履歴書用紙は福祉課に備えています。
■選考方法 書類選考と面接により選考
福祉課

高齢者福祉係（本庁内線254）
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「セルフメディケーション税制」を利用する方へ
後期高齢者医療健康診査の証明について

今回はフロランタン♪
「お菓子作り教室」受講生募集

「セルフメディケーション税制」により所得控除
を受けるために、後期高齢者医療健康診査の受診証
明が必要な方は、郵送で請求することができます。

■日 時
■場 所
■対象者
■講座内容
■受講料
■定 員
■申込期限

■請求方法
「証明依頼書」を福岡県後期高齢者医療広域連合ホ
ームページ（http://www.fukuoka-kouki.jp）から
ダウンロードして、必要事項を記入のうえ下記まで
郵送。
（郵送先）〒812-0044
福岡市博多区千代4丁目1-27 福岡県自治会館5階
福岡県後期高齢者医療広域連合
健康企画課 健康企画係
行

◇「セルフメディケーション税制」とは？
きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販
薬を購入した場合に所得控除が受けられるというもの
です（従来の医療費控除と同時には利用できません）。

＊確定申告については、税務署または役場税務課ま
でお問い合わせください。
福岡県後期高齢者医療広域連合
☎092（651）3111

後期高齢者医療に加入する方へ
年に一度は健康診査を受けましょう！

2月24日(土) 13:00〜16:00
築上町コミュニティセンター（ソピア）
町内に在住または勤務している方
フロランタン
800円（材料費） 「春の和菓子」の
予定でしたが
12名（先着順）
変更となり
2月21日(水)
ました。

築上町コミュニティセンター（ソピア）
☎（52）0066
※火曜日は休館

ソピア「パソコン講座」
受講生を募集します。
■開講日

2月26日、3月5日・12日・19日

■対象者

町内在住または通勤する方

■内

容

■時

間

■場

所
員

■定

■申込期限

の月曜日（全4回）

講座Ⅰ「フォトムービー作成」
講座Ⅱ「電子メール活用」
講座Ⅰ
講座Ⅱ

10:00〜12:00
13:30〜15:30

築上町コミュニティセンター（ソピア）
各講座14名（先着順）
2月16日(金)

築上町コミュニティセンター（ソピア）
☎（52）0066

※火曜日は休館

福岡県後期高齢者医療制度の被保険者を対象に、

生活習慣病の予防および早期発見、治療を目的に、
健康診査を実施しています。
■受診期限
■受診方法
▶
▶

3月31日(土)

実施医療機関に事前に予約をする。

被保険者証（保険証）、広域連合から郵送され

た受診票、自己負担金500円を持参のうえ受診。

＊生活習慣病（糖尿病や高血圧症）治療中の方は対
象となりません。

＊実施医療機関が分からない場合は下記までお問い
合わせください。

福岡県後期高齢者医療広域連合
☎092（651）3111
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「認知症の人の家族の集い」を開催します。
認知症の人の家族の皆さんがお互いの思いを話し
合える場として、家族の集いを開催します。他の人
の話を聞きたい方、自分の話をしたい方、ぜひご参
加ください。
■日 時
■場 所
■対象者
■参加費
■送 迎
■申込期限

3月15日(木) 13:10〜14:50
オレンジカフェきづき（アグリパーク内）
認知症の人の家族（本人も参加可）
無料（飲み物代は自己負担）
希望する方はお申し込みの際にお申し出ください。
3月9日(金)

地域包括支援センター（支所内線144）

文殊様の智恵を授かるチャンスです！
◇伝法寺 智恵の文殊大祭
■日 時 2月25日(日)・26(月)
9:00〜16:00
■場 所 不老山正光寺（伝法寺）
■内 容 武者行列【25日(日)13:00頃】
文殊大祭祈願祈祷参拝
農産物・特産品の販売（出店）など

春の訪れを感じる「しいだ梅祭り」
咲き誇った約1,000本の梅をご堪能ください。天

神市（出店）やさまざまなイベントも開催します！
ぜひお越しください。
■開催場所

綱敷天満宮境内

■イベントスケジュール
開催日
2月17日(土)

時間
10:00
13:00
10:00

2月18日(日)

◇下日奈古 智慧の文殊祭
■日 時 2月25日(日)
9:00〜16:00
■場 所 下日奈古文化公園
■内 容 ぜんざいの無料配布など
商工課

商工観光係（支所内線183）

築上町下水道排水設備指定工事店の
新規登録および継続申請を受け付けます。

2月25日(日)

■受付期間
2月13日(火)〜28日(水)
下水道課

＊土日は除く

下水道係（本庁内線112）

10:00
13:00

14:00
3月4日(日)

11:00

14:00

天神市（出店）

山内子ども神楽
天神市（出店）、

空手寒稽古、茶道会
お琴

どんど焼き
湯立て神楽
大正琴
詩吟

ひょっとこ踊り
岩丸蛇神楽
獅子舞

＊都合により一部変更することがあります。

NPO法人築上町観光協会

☎（31）0306

地域とともにある学校づくりを目指して

築上町コミュニティ・スクール研修会を開催します。
今後のコミュニティ・スクールの推進に向けた体制

づくりや具体的な運営等についてお話しいただきます。
どなたでもお気軽にご参加ください。
時

■日

＊すでに築上町に登録済みで、指定店証の有効期限が平成
30年3月31日までの下水道排水設備指定工事店

12:00
13:00

下水道排水設備指定工事店の登録をした場合、農業
集落排水事業の排水設備工事もできますので、農業集
落排水設備指定工事店に登録の必要はありません。
■資格要件
▶ 築上町に登録している排水設備工事責任技術者
を1名以上専属雇用している
▶ 施工に必要な設備および機材を所有
▶ 福岡県内に営業所がある
■登録手数料
新規
▶ 10,000円／件 ▶ 保証金
300,000円
更新
▶ 2,000円／件

11:00

内容

所

■場

師

■講

３月４日(日)

10:00〜12:00

（受付9:30〜）

築上町コミュニティセンター（ソピア）

梶原 敏明さん（文科省 コミュニティ・スクール推進員）

学校教育課

学校教育係（支所内線251）
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直売所に安全・安心な農産物を

「京築地区直売所出荷用野菜栽培講習会」開催
野菜栽培技術の向上および品揃えの充実、安全・
安心な農産物の増産を図るため、直売所出荷者を対
象に栽培講習会を開催します。
■日時・場所 （講習時間は2時間程度）
▶ 2月20日(火) 10:00〜 ＪＡ福岡京築豊前本店
▶ 2月20日(火) 14:00〜 げんきの杜（上毛町）
▶ 2月21日(水) 10:00〜 サン・グレートみやこ
▶ 2月21日(水) 14:00〜 みやこ町中央公民館
▶ 2月22日(木) 10:00〜 ＪＡ福岡京築行橋本店
▶ 2月22日(木) 14:00〜 築上町コミュニティセンターソピア
■主 催 京築地区・豊築地区農産物直売所合同会議
京築普及指導センター

☎（23）4215

平成30年 第1回県営住宅入居者募集
■募集住宅

県内に所在する県営住宅

■募集案内書配布および申込受付期間

東九州自動車道沿線市町の魅力をＰＲ

「ぞっこん北九州・京築フェア」を開催します。
コウケンテツさん（料理研究家）考案の京築地域
の食材を使った鍋や、各市町特産品などの販売、特
設ステージにて神楽やゆるキャラ対決などが行われ
ます。ぜひお越しください♪
■日 時 2月17日(土)・18(日) 10:00〜16:00
■場 所 あさの汐風公園（北九州市小倉北区）
■参加自治体 京築7市町・福岡県・北九州市
ぞっこん北九州・京築フェア運営事務局
☎092（272）5867

「暴力団追放！地域決起会議（北九州地区）」
「豊前築上地区地域安全運動推進大会」同時開催
■日 時 2月9日(金) 14:00〜
■場 所 吉富フォーユー会館（吉富町）
■内 容
▶ 講演（弁護士による暴力団対策）
▶ 福岡県警察音楽隊による演奏
15:30〜
総務課

2月27日(火)〜3月7日(水) ＊申込み手数料不要

行政係（本庁内線335）

■募集案内書配布場所

福岡県住宅供給公社県営住宅管理部、公社管理事
務所・出張所、県営住宅課、県民情報コーナー、
県内の各市（区）役所および町村役場など

福岡県住宅供給公社県営住宅管理部管理課
☎092（781）8029

西日本工業大学
「地域志向教育研究発表」パネル展
西日本工業大学では、北九州・京築の市町と連携
し、地域の課題解決と地域人材育成を目的に、地域
に根ざした教育・研究活動を実践しています。多く
の方に研究活動の内容を知っていただくため「地域
志向教育研究発表」パネル展示を行います。ぜひご
覧ください。
■日

時

■場

所

2月19日(月)〜26日(月)
9:30〜15:00 ＊土・日を除く
築上町役場 築城支所 2階

企画振興課
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地域創生推進係（本庁内線361）

築上よろず経営相談窓口

「商品ブランドで勝ち抜け」セミナー開催
15年で600社の取引先を開拓したご当地産品会
社の元社長が、売れる商品ブランドづくりについて
具体例をもとにお話します。受講無料です。
■日
■場
■講

時
所
師

2月21日(水) 13:15〜14:45
福岡ひびき信用金庫 築上町支店
森友 伸和さん（福岡県よろず支援拠点コーディネーター）

◇築上よろず経営
相談窓口とは？

椎田支店・築城支店が
統合され、国道10号線
沿い(東八田)に築上町
支店がオープン！

福岡県よろず支援拠点と福岡
ひびき信用金庫が連携し、同
金庫築上町支店に設置した相
談窓口。２か月に１回程度の
セミナーや個別相談のほか、
テレビ会議システムで専門家

への相談もできます。（要予約）

福岡県よろず支援拠点

☎092（622）7809

住宅・土地統計調査﹁準備事務﹂
無料法律相談

弁護士の活動を広く知っていただ
くため︑県下すべての法律相談セン
ターで無料法律相談を行います︒

福岡県弁護士会

職場で生じたさまざまな問題につ
いて︑お気軽にご相談ください︒相
談は無料で︑秘密は厳守します︒

期間 ２月１日㈭〜 日㈬
場所 行橋市・豊前市・北九州市ほか
県下の法律相談センター
＊電話での事前予約が必要です︒
北九州法律相談センター
☎０９３︵５６１︶０３６０

解雇・雇止め集中相談会

日時 ２月 日㈬・ 日㈭
９時〜 時
場所 福岡県北九州労働者支援事務所
ＡＩＭビル ４階
︵北九州市小倉北区︶
福岡県北九州労働者支援事務所
☎０９３︵９６７︶３９４５
﹁行政書士﹂市民相談会

不動産に関する無料相談所
不動産に関するご相談・相続・税
金などについて︑弁護士・税理士・
不動産相談員が応じます︒事前申し
込みは不要です︒直接会場へお越し
ください︒
日時

２月９日㈮
時〜 時︵受付 時まで︶
豊前商工会議所︵豊前市︶
︵公社︶福岡県宅地建物取引業協会

場所

願書受付期間 ２月 日㈫〜 日㈫
＊最終日は正午まで
願書配布場所 志願先高校
試験会場 志願先高校
試験日 ３月７日㈬・８日㈭
＊作文に加え︑面接を行う学校もあ
ります︒詳細は志願先高校に確認し
てください︒
福岡県教育庁高校教育課
☎０９２︵６４３︶３９０４
または︑各志願先高校

豊前地区﹁職業訓練講座﹂

◇訓練生の作品発表会
日時 ２月 日㈯ ９時〜
２月 日㈰ ９時〜
作品発表講座

時
時

▼いずれも会場は﹁豊前地域職業訓
練センター﹂です︒

20

かんたん洋裁︑はがき絵
入場料 無料
◇フォークリフト運転技能講習
期間 ３月 日㈪〜 日㈭
対象者 未資格者
受講料 ２０︐５２０円
〜３２︐４００円
︵別途テキスト代︶
定員
名
豊前地区職業訓練協会
☎０９７９︵８２︶１５１１

表装︑木工工芸︑フラワーデザイン︑

15 16

遺言︑相続︑成年後見等の相談に
行政書士が応じます︒予約不要です︒
日時 ２月 日㈬
時〜 時
場所 行橋市役所 ３階
福岡県行政書士会
☎０９２︵６４１︶２５０１
築城郵便局のサービスを一部変更

☎０９２︵６３１︶１７１７
定時制高校入試特例措置
福岡県立高校定時制課程では︑高
校入学資格がある満 歳以上の方を
対象に︑学力検査を行わず︑作文で
入学者選抜を行う特例措置を実施し
ています︵一部学校を除く︶︒

25 24

平成 年 月１日に実施される
﹁住宅・土地統計調査﹂の準備事務
のため︑２月下旬までの期間︑福岡
県から任命された指導員が地域を回
り︑調査区域の住戸数などの確認を
行います︒
﹁住宅・土地統計調査﹂は︑５年
に１度全国で実施される︑住宅や土
地に関する最も基本的な統計調査で
す︒調査結果は︑私たちの暮らしと
住まいに関する計画や施策の基礎資
料として利用されます︒
調査へのご協力をよろしくお願い
します︒
総務課 情報電算係
︵本庁内線３３４︶
相続登記はお済みですか月間
福岡県司法書士会では︑２月を
﹁相続登記はお済みですか月間﹂と
定め︑福岡県内の司法書士が相続登
記手続きに関する相談に無料で応じ
ます︒

築城郵便局が担当している集金・
募集のエリアを︑行橋郵便局の担当
に変更します︒なお︑築城郵便局の
窓口業務は引き続き実施します︒

15

13

15

16

14

20

12

16

22

10

実施時期 ２月 日㈬
日本郵便株式会社 築城郵便局
☎︵５２︶００４２

30

10

21

20

28

10

期間 ２月１日㈭〜 日㈬
＊最寄りの司法書士事務所を紹介し
ます︒まずはお電話ください︒
司法書士総合相談センター
☎０５７０︵７８３︶５４４
28

28

30
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入札結果（12 月分）
入札日：平成29年11月20日
【学校教育課】
●築上町立築城中学校備品購入その1（書架等）
（築上町大字築城388番地 地内）
・落札金額：12,797,980円
・納
期：平成29年12月7日〜平成30年3月30日
・落札業者：株式会社 徳野
●築上町立築城中学校備品購入その2（収納棚等）
（築上町大字築城388番地 地内）
・落札金額：30,619,000円
・納
期：平成29年12月7日〜平成30年3月30日
・落札業者：有限会社 ニッポウ文具事務機 築上町営業所
●築上町立築城中学校備品購入その3（事務系備品）
（築上町大字築城388番地 地内）
・落札金額：13,449,000円
・納
期：平成29年12月7日〜平成30年3月30日
・落札業者：株式会社 ウエムラ 築上営業所
●築上町立築城中学校備品購入その4（特別教室備品）
（築上町大字築城388番地 地内）
・落札金額：26,920,000円
・納
期：平成29年12月7日〜平成30年3月30日
・落札業者：植田商店
●築上町立築城中学校備品購入その5（電気機械等）
（築上町大字築城388番地 地内）
・落札金額：17,212,000円
・納
期：平成29年12月7日〜平成30年3月30日
・落札業者：日章教販
入札日：平成29年12月27日
【学校教育課】
●築上町立築城中学校外構新設工事（Ａ工区・舗装等）
（築上町大字築城388番地 地内）
・落札金額：32,500,000円
・工
期：平成30年1月12日〜平成30年3月23日
・落札業者：株式会社 松田組
●築上町立築城中学校外構新設工事（Ｂ工区・側溝等）
（築上町大字築城388番地 地内）
・落札金額：15,810,000円
・工
期：平成30年1月10日〜平成30年3月23日
・落札業者：株式会社 清水工業
●築上町立築城中学校外構新設工事（Ｃ工区・自転車置場等）
（築上町大字築城388番地 地内）
・落札金額：20,060,000円
・工
期：平成30年1月10日〜平成30年3月23日
・落札業者：株式会社 清水工業
【建設課】
●町内一円道路舗装工事（築上町大字町内一円 地内）
・落札金額：7,050,000円
・工
期：平成30年1月5日〜平成30年3月30日
・落札業者：丸建舗設工業
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●町内一円道路改良工事（椎田地区）
（築上町大字町内一円 地内）
・落札金額：3,100,000円
・工
期：平成30年1月5日〜平成30年3月30日
・落札業者：株式会社 栄信建設
●町内一円道路維持工事その2（椎田地区）
（築上町大字町内一円 地内）
・落札金額：3,020,000円
・工
期：平成30年1月4日〜平成30年3月30日
・落札業者：有限会社 正栄建設
●上別府築城線転落防止柵設置工事
（築上町大字築城 地内）
・落札金額：2,770,000円
・工
期：平成30年1月12日〜平成30年3月20日
・落札業者：有限会社 平田産建
●交通安全施設設置工事その2
（築上町大字町内一円 地内）
・落札金額：1,720,000円
・工
期：平成30年1月9日〜平成30年3月20日
・落札業者：有限会社 大日安全
●町内一円道路改良工事（築城地区）
（築上町大字町内一円 地内）
・落札金額：2,660,000円
・工
期：平成30年1月9日〜平成30年3月30日
・落札業者：株式会社 豊和建工
●町内一円道路維持工事その2（築城地区）
（築上町大字町内一円 地内）
・落札金額：2,460,000円
・工
期：平成29年12月28日〜平成30年3月30日
・落札業者：有限会社 渡辺造園土木
●南別府頭首工補修工事
（築上町大字赤幡 地内）
・落札金額：2,250,000円
・工
期：平成30年1月5日〜平成30年3月15日
・落札業者：橋本建設 株式会社
●下別府船迫線交通信号機移設工事
（築上町大字弓の師 地内）
・落札金額：6,090,000円
・工
期：平成30年1月12日〜平成30年3月30日
・落札業者：日本リーテック 株式会社 九州営業所
●日奈古54号線橋梁設計業務委託
（築上町大字日奈古 地内）
・落札金額：12,200,000円
・履行期間：平成30年1月12日〜平成30年3月30日
・落札業者：ＪＲ九州コンサルタンツ 株式会社
【総務課】
●松丸防火水槽設置工事
（築上町大字松丸 地内）
・落札金額：8,150,000円
・工
期：平成30年1月11日〜平成30年3月30日
・落札業者：山内造園土木

体を動かすのって楽しい！

運動普及推進員主催

体操教室

■日

時

2月8日(木)

■内

容

リズム体操、脳活性化トレーニング、

■場

所

10:00〜11:30

チアフルついき

レクリエーション

■持ち物

住民課 健康増進係
保健センターチアフルついき
☎（５２）０００１
（支所内線711・712）

誰でも参加できます。
当日参加も
大歓迎♪

など

タオル、飲み物、運動シューズ

■申込期限 2月6日(火)

◇運動普及推進員ってなぁ〜に？
運動普及推進会では、運動普及推進員養成
講座を開催しています。その修了者が「運動
普及推進員」として健康サロンなどに出張し、
リズム体操などを通して体を動かすことの大
切さや楽しさを皆さんに伝える活動をしてい
ます。
ご興味のある方は、ぜひ体操教室に参加し
てみてくださいね♪

昔の食卓を守る会

料理講習会 参加者募集
昔の食卓を守る会では、伝統的な食文化の伝承を
通した食育活動を行っています。
■日
■場
■内

平成30年度

訪問看護師養成講習会
訪問看護を開始する看護師等が、訪問看護に必

要な基本的知識・技術を習得するための研修を実
施します。

■開催期間 6月5日〜10月24日のうち25日間

■時

■場
▶
▶

間

所

9:30〜16:30

時
所
容

■参加費

新任期

＊実習時は施設により異なる

講義・演習 : ナースプラザ福岡

初心者向き

■定

員

■申込期限

2月23日(金)

チアフルついき
詳細はお問い合わせください。
300円（準会員無料）
15名
2月15日(木)

広告欄
なんとなくダルい…「血管力」低下の黄色信号！？ 1回

血管年齢

私たちは子宝相談・皮膚の
悩み・ストレスによる不調
などのご相談もお受けして
います。

保健・医療・福祉施設等

訪問看護に従事して3年未満の看護職

■募集人数 50名
■参加費

50,000円（資料代等）

■申込期限 4月27日(金)

福岡県ナースセンター

☎092（631）1221

などがわかります。

血液サラサラ、全身スッキリを実感できる
漢方の試飲を実施中！飲んで「血管力」UP⬆

地域包括支援センター、

（従事予定者含む）

測って ¥100
みませんか？

血流量・基礎代謝率・血管年齢

実習 : 県内訪問看護ステーション、保健所、

■対象者

9:30〜

大田薬品

築上郡築上町東築城302

☎0930-52-1922
大田薬品またはそらいろや 検索 ⬅
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築上町児童館からのお知らせ

子育てにっこり

☎（57）4300
電話予約受付時間 10:00〜17:00

子育て支援センター
●〜親子でふれあい遊び〜「親子でおはなし会」
絵本の読み聞かせやわらべ唄遊びなど、親子で
ふれ合う楽しい時間を過ごしましょう。
日

場

時

講

所
師

対象者
申込期限

▶
▶
▶
▶
▶

築城社会福祉センター
立川 敬子さん

未就学児親子（要予約）
2 月 10 日（土）

赤ちゃんをやさしくマッサージしたり、手遊びや
絵本の読み聞かせなど、楽しい講座です。
場

時

講

所
師

▶
▶
▶

対象者

▶

参加費

▶

持ち物

申込期限

生涯学習課 社会教育係（支所内線 262）

2 月 15 日（木）10:30 〜 11:30

●ベビーマッサージ

日

謝
「出会いに感
」
子育て講演会
の
、私 気持ち〜
〜私の居場所

2 月 22 日（木）10:30 〜 12:00
児童館

保健室

子どもの安心感や居場所の喪失、感情の表現やコ
ントロールについて実体験をもとにお話しします。
■日
■場
■講

時
所
師

■入場料
■主 催

所

対象者

申込期限

▶
▶

400 円（オイル代）
バスタオル

2 月 14 日（水）

▶
▶
▶
▶

2 月 26 日（月）10:30 〜 11:30
築城社会福祉センター

未就学児親子（要予約）
2 月 19 日（月）

●スマイルクッキング
おひなさまちらしずし、はまぐりのお吸い物、
菜の花の和え物、３色ゼリーを作りましょう。
日

場

時

所

対象者
持ち物

申込期間

無料 ＊託児あり
築上町青少年育成町民会議

お子さんと保護者 10 組（要予約）

親子でぜひお楽しみください。
場

教育カウンセラー）

生後 1 か月健診受診後〜 1 才までの

どの野菜がどんな人形に変身するの！？
時

（西日本工業大学

畦津 恵子さん

ル
フェスティバ
開催♪
「春まつり」

築上町子ども

●生野菜人形劇

日

2月17日(土) 10:00〜（受付9:30〜）
築上町コミュニティセンターソピア
米光 真由美さん

▶
▶
▶
▶
▶

築上町児童館

☎（57）4300

おいしい出店に、ステージ
では楽しい催しがいっぱい！
最後にもち・お菓子まきも
あるよ！ぜひ遊びに来てね♪
■日 時 3月4日(日) 10:00〜15:00
■場 所 児童館 駐車場
＊受付で名前を書くと、保険の対象となります。

3 月 9 日（金）10:00 〜 12:00
チアフルついき

未就学児の保護者 10 名（要予約）
米 1 合、エプロン、バンダナ

2 月 14 日（水）〜3 月 1 日（木）

＊託児が必要な方、アレルギー等のある方
は予約の際にお知らせください。

ひとり親サポートセンター
飯塚ブランチからのお知らせ

☎0948（21）0390

わくわくチャレンジ教室

平日 9:00 〜 17:00
＊第 1・3 土曜日、毎週日曜日は 16:00 まで
＊祝日・年末年始は休み

●遊びの広場

各種相談

日 時
場 所
材料費

▶
▶
▶
▶

2 月 12 日（月・祝）13:00 〜 15:30
児童館 工作室
粘土細工 50 〜 150 円 / 回
メッセージカード 無料
＊材料がなくなり次第終了
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●養育費に関する電話相談
受付時間 ▶ 9:00 〜 17:00（平日）
●ひとり親家庭出張相談会
日 時 ▶ 2 月 28 日（水）13:00 〜 15:00
場 所 ▶ 役場本庁 住民相談室

基礎からわかるはじめてのスマートフォン2018
英和ムック

スマートフォンを使いたいけど、操作
がちょっと？とお悩みの方にお奨めの
一冊です。

ぽちっと あかい おともだち
コーリン アーヴェリス（著）

手塚治虫 この短篇がすごい !
手塚プロダクション選

手塚治虫生誕90周年記念プロジェクト
の一環として、手塚ワールドの広大さ
と奥深さを堪能できる短篇作品を一挙
掲載!

まほろ姫とにじ色の水晶玉

なかがわ ちひろ（著 , イラスト）

築上町図書館 ☎（56）5171
開館時間 9:00〜17:30
★2月の休館日…6・13・20・27日★
日

月

火

水

木

金

4

5

6

7

8

9 10

1

2

土

3

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

ブックスタートボランティア

募集！

雪の中でママとはぐれたホッキョクグ
マの男の子「ミキ」。
すると、遠くに「ぽちっと赤いもの」
が見えます。

都からきた天才 (?) 絵師とまいごの雪ん
子といっしょに、まほろと茶々丸はふし
ぎな冒険に ! タヌキに育てられたお姫さ
まが活躍する楽しいファンタジー。小学
校中学年から。

インターネット検索で可能となっています。
その手順は、
❶インターネットで「福岡県立図書館」のホーム
ページにアクセス
❷トップページ掲載の「横断検索」をクリック
❸書名などの検索条件を入力
❹検索したい図書館をチェック（複数可）
❺検索を開始
上記で検索した図書を借りたい場合は県立図書
館を核とした「相互貸借」制度を利用して借りる

入場整理券配布中

現在、福岡県内47の公立図書館の蔵書検索が、

広告欄
︻お問い合わせ︼ コマーレ ☎︵５６︶１７７７

福岡県内の公立図書館の蔵書検索が
自宅でできますよ！

ブックスタートは、4 か月児健診の際
に町内在住のすべての赤ちゃんと保護者
にメッセージを伝えながら絵本を手渡す
運動です。町ではブックスタートボラン
ティアとして活動していただける方を募
集しています。
次回のブックスタート：
2月6日
3月6日

ことも可能です。（相手方図書館の貸出条件内）
詳しくは築上町図書館にお問い合わせください。
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リサイクルプラザ 体験学習講座
環境課（支所内線 152）

オレンジカフェきづき

■ 紙ひものかご作り
日

時

▶

持ち物

▶

2月9日(金)、16日(金)
10:00〜15:30
はさみ・木工ボンド・鉛筆
・洗濯ばさみ（30個）
・ものさし（30㎝）

■ EMぼかしづくり
日

時

▶

持ち物

▶

10:00〜12:00

時

▶

持ち物

▶

高齢者福祉係（本庁内線 252）

認知症の方やご家族、介護をされている方
地域の皆さん誰もが集える「オレンジカフェきづき」
築上町農業公園管理棟（アグリパーク）で
毎週木曜日 10：00 〜 15：00 オープン中。

イベントのお知らせ

2月22日(木)

●おやつ作り（ホットケーキ）

エプロン

■ 裂織（募集人員：２名）
日

福祉課

2月13日(火)、14日(水)
27日(火)、28日(水)
10:00〜16:00

日 時
定 員
参加費
持ち物

2月8日(木) 13:00〜14:30
15名程度（要予約）
200円
エプロン、三角巾

●認知症について話しましょう

毛糸

注意事項
●参加費・材料費は実費となります。
●私物の持ち込みはご遠慮ください。
●開催日の３日前までにお申込みください。

「認知症になったら、何も分からなくなるの？」
決してそうではありません。自分の異変に気づき、
周囲の対応の変化に不安を感じているかもしれませ
ん。認知症のこと、気軽に話してみませんか？
日 時 2月15日(木) 13:30〜14:30
定 員 15名程度（要予約）
＊この日以外でも常時相談を受け付けています。

●小物づくり（猫の小物入れ）
今月の納税
・固定資産税（第 4 期）
・国民健康保険税（第 8 期）
納期限 2 月 28 日（水）

税金は納期限内に納めましょう。
納税は便利な口座振替をご利用ください。
税務課

徴収係（本庁内線 218）

人の動き

男
女

世帯

18,752
9,139
9,613
8,915

人
人
人
世帯

＋ 46

− 8
＋ 43

・築上町文化会館コマーレ
・築上町図書館

・築上町コミュニティセンター（ソピア）
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●お出かけ(買い物支援）イベント
〜メタセの杜でお買い物や自然を楽しみましょう〜
日 時 2月22日(木) 10:00〜12:00
対象者 自家用車をお持ちでない方
定 員 8名（要予約）

＋ 38

施設の休館日（毎週火曜日）

・築上町中央公民館

2月22日(木) 13:00〜14:30
15名程度（要予約）
100円
裁縫セット、牛乳パック（1ℓ）2本

前月比

12 月末現在
人口

日 時
定 員
参加費
持ち物

◆自宅まで、バスでの送迎を行います。
利用日の２日前正午までに、ご予約ください。
オレンジカフェ着 10:00 13:00
オレンジカフェ発 13:05 15:00

かやきりずいどう

第七十八回萱切隧道︵下本庄︶
貝原益軒の﹃豊国紀行﹄︵江戸時代初期︶では
築上町の城井谷を﹁東城井谷﹂︑山を挟んで隣接
するみやこ町の谷を﹁西城井谷﹂と表記し︑二つ
の谷を結ぶ峠道は︑生活・流通・信仰・軍事など
歴史的にも大切な道でした︒
木井馬場
―

峠道は下深野の前川原橋付近で分岐し︑輪成越
を通る﹁田川道﹂︵写真①︶︑伝法寺
を結ぶ﹁馬立越﹂︑本庄 ―
横瀬を結ぶ﹁萱切越﹂
の他︑﹁鉾立越﹂︵寒田︶などがありました︒
中でも萱切越は古くから重要な峠道として利用

出された岩石は隧道入口の道の整備に使用されま
した︒同石碑によると本庄・伝法寺・松丸のほか
広島市︶

横瀬・木井︵みやこ町︶の人々七六五名が掘削作
業にあたり︑広島県安芸郡温品村︵現
の塚脇百合太郎等が棟梁として主導しました︒
車社会となった現在は訪れる人もほとんどいな
馬場克幸︶

くなり︑下本庄の山中にひっそりと佇んでいます︒
︵文化財保護係

場

3月6日(火)まで
＊通常料金で入館可
所 旧藏内邸 宝蔵

＊3月3日(土)・4日(日)、着物でご来館のお客様に
もれなく素敵なプレゼントがあります♪

☎（52）2530
問 旧藏内邸
時 9:30〜16:30

間

期

展示期間中、手作り
“ひなあられ”と煎
茶の有料サービス
(300円)も行います。

されてきましたが︑岩盤が切り立って急峻な尾根
は通行する際の難所でした︒そこで地元の医師で
篤志家の内野東庵︵一八四一 ―
一九二六︶は切り
立った尾根下に隧道︵トンネル︶を掘削すること
を思い立ち︑福岡県知事や築上郡・京都郡の両郡
長に呼びかけ︑自身も還暦祝いとして多額の資金
を出資しました︒明治三十六年︵一九〇三︶三月
に工事着工し︑同年十月に下本庄とみやこ町犀川
横瀬を結ぶ全長百㍍︑高さ・幅共に二．五㍍の萱

旧藏内邸

切隧道︵写真②︶が完成しました︒
隧道の本庄側入口に建てられた石碑︵写真③︶
には福岡県知事や京都郡・築上郡両郡長のほか︑

＊通常料金で入館可

3月27日(火)まで

所

測量技師や土木主任の名前が刻まれています︒今

さげもんまで、多彩な雛飾りをお楽しみください。

間

場

のように掘削機械が発達していなかったため︑主
に人力により︑硬い岩盤を掘り進めていき︑掘り

豪華な段飾りから、和紙人形、押絵、木目込み、

●企画展「竹内コレクション“引き札”の世界展」

●“ひなづくし”雛人形3,000体〜西岡コレクション

料 一般（高校生以上）300円/小中学生100円

休 毎週水曜日

旧藏内邸からのお知らせ

明治〜大正時代、商店の年末の挨拶で配られた
広告チラシ“引き札”。当時の世相を表した大胆な
図柄と華麗な色彩は見る者の
目を引き付けます。恵比寿様
など、お正月にふさわしい縁
起の良い図柄を描いた引き札
の世界をお楽しみください。

期

（写真③）萱切隧道石碑（下本庄）→
↑（写真①）田川道分岐点（下深野）
「左 彦山 寒田通」
「右 田川通」
「明治二十四年十月建立」の道標が
現存する。

↑（写真②）萱切隧道（下本庄）
城井谷西側山裾を通る林道沿いに
登山口。
（「萱切トンネル入口」の看
板あり。徒歩 40 分。）
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投稿のひろば
Contribution

〝藤間弥重洽会 舞踊発表会

八津田校区文化祭を開催します♫
今年も楽しい催しが盛りだくさん！昼食にカレーラ
イスを準備しています。ぜひお越しください。
日

時

2月18日(日)

場

所

八津田小学校

内

▶

作品展示

▶

催しもの

時

場

9:30〜14:30

容

日

所

入場料

講堂

新

築上町出身の
本条永二さん
による歌謡ショー
もお楽しみに♪

開場 12:00〜
開演 12:30〜
コマーレ
無料

☎090（4993）7297

ユニバのあそびバ

・舞台発表（午前）
・ゲーム・福引き（午後）
中央公民館

2月25日(日)

☎（56）0251

カフェ&ランチコーナー、子どもたちのお店、無料
で楽しめるあそびバ、くじ引き、サッカー教室など
“ユニバのあそびバ”限定の企画が盛り沢山！
小さなお子さんから大人まで楽しめます♪

そば打ち体験教室
日

時

2月17日(土)、3月17日(土)

場

所

小原農事集落センター

会

費

10:00〜15:00

持ち物

1,100円（試食あり）
エプロン、手拭タオル、三角巾、パック

鳥養

☎090（6917）5744

ぜひ、ご来場ください。
日

時

2月25日(日)

場

所

ユニバーサルホーム行橋店

入場料

10:00〜15:00
無料

Facebook［ユニバーサルホーム行橋店］

第3回「書に親しむ会」

ユニバーサルホーム

椎田書道クラブ会員、および賛同者による、半紙・

行橋店

☎（25）1680

色紙サイズの作品展を開催します。
日

時

2月10日(土)〜12日(月・祝)

場

所

メタセの杜

10:00〜16:00

椎田書道クラブ

国際交流館
高橋

☎（52）0695

室谷

☎（56）3699

「めざそう！第九コーラス」
新規メンバー募集♪
今年12月、ピアノ伴奏でベートーベン「第九」を
歌います。一緒に練習しませんか？
練習日

木曜日

参加費

▶

35歳まで

1,000円/月

▶

36歳以上

2,000円/月

場

所

10:00〜12:00

築上町中央公民館

＊上記以外の曜日、会場（行橋市・豊前市）
でも練習しています。
よだ

☎0979（82）1539
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第41期西日本久留米王位戦

＊最終日は15:30まで

〜筑豊・京築地区予選〜
日

場

時

所

参加費
クラス
申込期限

3月18日(日)
10:00〜

（受付9:00〜)

＊事前予約制
行橋市中央公民館

大会議室

▶

一般

1,500円（昼食付）

▶

小中高生・女性

1,000円（昼食付）

▶

Ａ級（筑豊・京築地区在住者対象）

▶

Ｂ級・Ｃ級・小学生クラス（住所不問）

3月11日(日)

日本将棋連盟行橋支部

☎（23）4116

まちの

活躍
びと

多 年にわたり尽力・貢献

全国町村監査委員協議会表彰受賞

オ リンピック・パラリンピック

フラッグがやってきた！

東京2020オリンピック・パラリンピックフラッ

グツアーが、開催都市である東京都をスタートし、

地震で被災した東北3県と熊本県にリレーをつなぎ、
1月9日から2月4日まで福岡県内28市町村を巡って

います。1月19日、築上町役場本庁、築城特別支援
学校、築城中学校、築城支所の町内4か所でオリン

ピック・パラリンピックのフラッグ（大会旗）が披
露されました。訪れた人が間近で見られる貴重な旗
を写真に撮る様子が見られました。

▲左から丸山監査委員、尾座本監査委員、新川町長

12月20日、築上町監査委員の尾座本雅光さん

（東高塚）が町長を訪問し、全国町村監査委員協議
会表彰の受賞を報告しました。

同表彰は、町村等監査委員として7年以上在職し

功労のあった方が対象で、尾座本さんは平成22年3
月から7年以上にわたり、築上町監査委員を務めて

きました。今回の受賞に「皆さんの協力のおかげで
す」と感謝の言葉を述べました。

体 育施設

１年の感謝を込めて
大掃除！

12月24日、椎田地区体育施設で１年の締めくく

りの大掃除が行われました。

ＮＰＯ法人しいだコミュニティ倶楽部の呼びかけ

で、体育施設を使用する各種団体、グループ、学校
関係者などが参加。きれいになった体育施設で、気
持ち良く新年を迎えることができました。

今年も、スポーツで元気に過ごしましょう！

▲東京２０２０オリンピック・パラリンピックフラッグツアーは、東
京都、（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委
員会、（公財）日本オリンピック委員会、（公財）日本障がい者ス
ポーツ協会日本パラリンピック委員会が主催

広告欄

見学随時OK!
男・女会員募集中！
入会金無料
ベストボディ・ジャパン
長崎大会
ケイチクジム
横山 侑 選手
6位入賞
住所：築上町有安505-3
☎ （56）5704
営業時間：9:30〜22:15
休日：日曜日・祝日

トータルフィットネス・ワークアウトジム
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KATSUYAKUBITO

東 京２０２０オリンピック

事前キャンプ決定！

祝 100 歳！おめでとうございます
1月10日、100歳を迎えられた七樂日出子さん

（安武町）を町長が訪問し、お祝い状と記念品を手
渡しました。

七樂さんは80歳代まで畑で野菜を作るなど、よ

く体を動かしていたそうです。また、100歳になっ

た今でも、ごはんをよく食べるとのこと。それも長
寿である秘訣なのかもしれませんね。ますますのご
長寿をお祈りいたします。
▲オセアニアオリンピック委員会、（公財）日本オリンピッ
ク委員会、福岡県および 4 市町の代表者による基本合意
書への調印式（昨年 12 月、福岡市）

約１年前から取り組んできたオセアニアの国々の

オリンピックキャンプ地誘致活動が実を結び、福岡
県をはじめ県内4市町（柳川市、みやま市、みやこ

町、築上町）で2020年に開催される東京オリンピ
ックの事前キャンプが行われることとなりました。

昨年５月、オセアニア7か国のオリンピック委員

会事務総長らが訪町し築上西高のレスリング場を見
学、「有望な候補地」との発言があるなど、誘致へ

の期待が高まっていました。複数の国のキャンプを、
複数の自治体が一括で受け入れるのは全国で初の取
り組みです。今後も広報、ＨＰで情報をお届けして
いきます。

広告欄

M

ETASE

no
MORI

♦
♦
♦

店 頭

築上町物産館『メタセの杜』
☎ 0930(52)3828

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

キクイモ試食販売
▶2月3日(土)

10:00〜 ＊なくなり次第終了
10:00〜 ＊なくなり次第終了

焼きいも販売
▶2

月の土・日を中心に販売 ＊日にちは店頭でお知らせ

♦
♦
♦

国際交流館 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

「書に親しむ会」の書作品展示
椎田書道クラブ（代表：神 式部）
▶2月10日(土)〜12日(月・祝)
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「海援隊トーク＆ライブ2018」

1月20日、コマーレで海援隊のコンサートが開催

され、約400人が来場しました。

ステージでは「贈る言葉」「母に捧げるバラー

ド」などのヒット曲のほか新曲3曲を含む10曲を演
奏。亡き母親との思い出話や曲にまつわるエピソー
ドが披露され、前列の観客に「青年！」と話しかけ
るなど、武田鉄也さんの軽快なトークに超満員の客
席は大いに沸きました。

白玉ぜんざいふるまい
▶2月4日(日)

宝 くじ文化公演

9:00〜16:00

KATSUYAKUBITO

餅 つき大会 at 小原小学校

旧 藏内邸隣

貴船神社で
どんど焼き

1月21日、旧藏内邸となりの貴船神社でどんど焼

きが行われました。神事のあと、真竹で組んだやぐ
らの中に積み上げた正月飾りに火が入れられ、上深
野自治会の皆さんがつきたての餅で作ったぜんざい
や酢もちが来場者に振る舞われました。
旧藏内邸では

「ひなづくし」

の開催期間中で、
町内外から多く
12月22日、小原小学校でもちつき大会が行われ

ました。この日使われたもち米は、コミュニティ・
スクールの取り組みの一環として、今年6月に児童

と保護者、先生、地域の皆さんが一緒に田植えをし
11月に収穫したものです。

もち米を蒸して臼と杵でつき、丸める作業を、地

域の大人が丁寧に子どもたちに教えました。自分た

ちで育てたおもちの味は格別で、できたての酢もち、
きなこもちなど、おなかいっぱい味わいました。

小原小学校では、今後も藁細工の体験など地域と

の人が訪れてい
ました。北九州
市から来たとい
う観光客は「テ
レビ放映を見て

旧藏内邸に来た。
どんど焼きも楽
しめて良い日に
なった」と話し
ました。

学校が一体となった取り組みが進められます。

S port( スポーツ )

第12回 築上町内駅伝大会
子ども会
子ども会
中・高・一般Ａ 中・高・一般Ｂ 中・高・一般Ｃ
小学生Ｂ
小学生Ａ
椎田少年
椎田中学
椎田少年
レッド
レッド
優 勝
陸上クラブＤ
陸上部Ａ
陸上クラブＢ
ランナーズＤ
ランナーズＡ
築上町少年
椎田中学
椎田少年
築上町少年
和風ハンバーグ
準優勝
相撲クラブＡ
陸上部Ｃ
陸上クラブＡ
相撲クラブＡ
椎田中学
レッド
椎田少年
３ 位
スピードスター
築城中学Ｄ
陸上部Ｂ
ランナーズＢ
陸上クラブＣ
第11回 築上町子ども会カルタ大会
低学年

高学年

勝

西角田Ｉ

上築城Ａ

準優勝

宇留津Ｊ

船迫さくらＡ

３

西角田Ｊ

小原・真如寺Ｃ

優

位

▲西角田Ｉ（低学年）

築上町メタセの杜パークゴルフ協会
▶

第2回新春大会結果

男子

女子・シニア

勝

鬼塚 省二

中村 ひろ子

準優勝

山﨑 博司

水取 斌志

３

緒方 欽治

森川 和子

優

位

▲上築城Ａ（高学年）
22
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Chikujo calendar

行事予定表2月分（2月1日〜3月5日）
17

１
2

18

3
4

くろつち整形外科クリニック（豊前市）☎0979-82-2551

豊築休日急患センター

豊築休日急患センター
離乳食教室

☎0979-64-7600
☎0979-82-8820

19

特設人権相談

21

補聴器相談

20

行政相談

粗大ごみ収集【西高塚（線路から山側）、東高塚、新開、浜宮、
高杉住宅、八津田地区】

8
9

12

14

椎田東、湊地区、西高塚（線路から海側）】

22
23
24
25

休日相談医
福田医院（上毛町）

☎0979-72-2411

祝

休

26

建国記念の日
休日相談医
椎田クリニック（築上町）

☎56-0030

こうげクリニック（上毛町）

☎0979-72-2028

27
28

補聴器相談

自愛の家（11:00 〜 12:00）
ソピア （9:30 〜 10:30）

社協心配ごと相談

自愛の家（9:30 〜 15:00）

振替休日

ひとり親家庭相談

本庁

休日相談医

１歳６か月児健診【H28 年 6 月・7 月生】チアフルついき

重岡胃腸科外科医院（豊前市）

13

粗大ごみ収集【椎田中（線路から海側）、椎田西（線路から海側）、

ともおレディースクリニック（豊前市）☎0979-82-0328

10
11

自愛の家（10:00 〜 15:00）

ソピア （13:30 〜 14:30）
こころの健康相談日 チアフルついき（13:00 〜 17:00）※要予約

自愛の家（9:30 〜 15:00）

１歳児すくすく教室【H29 年 2 月生まれ】チアフルついき

自愛の家（10:00 〜 11:00）
自愛の家（9:30 〜 15:00）

第一会議室（13:30 〜 15:00）

自愛の家（13:00 〜 14:00）

社協心配ごと相談

7・8 ヵ月児：Ｈ29.6 月生】チアフルついき

社協心配ごと相談

支所

ソピア （11:00 〜 12:00）

チアフルついき（10:00 〜 11:00）※要予約

補聴器相談

☎0979-82-8820

椎田人権センター（13:30 〜 15:30）

認知症・介護相談

乳児健診 【3・4 ヵ月児：Ｈ29.9.17 〜 H29.10.6 生、

7

☎56-0038

口腔ガン専門医診療

口腔ガン専門医診療

6

宮部病院（築上町）

休日相談医
三浦眼科クリニック（豊前市）

5

休日相談医

☎0979-82-1011

粗大ごみ収集【椎田西（線路から山側）、椎田南、臼田、葛城地区】

みぞぐち泌尿器科クリニック（豊前市）☎0979-84-0840
補聴器相談

自愛の家（13:00 〜 14:00）
ソピア （10:00 〜 11:00）

社協心配ごと相談

自愛の家（9:30 〜 15:00）

ひとり親家庭相談

苅田町三原文化会館（13:00 〜 15:00）

3月１

可燃性粗大ごみ収集【築城地区】

2
3
4

休日相談医
永尾医院（築上町）

粗大ごみ収集【椎田中（線路から山側）、鬼塚、西角田地区】

15

住民相談室（13:00 〜 15:00）

☎52-0502

口腔ガン専門医診療
豊築休日急患センター

☎0979-82-8820

5

16

ちくじょう子ども食堂
築上町社会福祉センター「自愛の家」で
毎月第2・第4金曜日（16:00〜19:00）オープン
夕食は17:30からです。
親子連れや地域の皆さん、どなたでも大歓迎です。
子ども一人でもOK！一緒に食卓を囲みましょう♪
今月は…

2月9日(金)・23日(金)

✚ 豊築休日急患センター（豊前市八屋17764）
☎ 0979-82-8820

診療：日・祝日、8/13〜15（お盆）、12/31〜1/3（年末年始）

内 科 9:00〜22:00
小児科 9:00〜22:00
歯 科 9:00〜17:30

＊休日相談医は「行事予定表」でご確認ください。
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「古民家食庵 伝法寺庄」で
映画上映会が開催されます！
No.8

ゆ ば ゆうや

弓場 悠矢ちゃん

歴史ある竹内家住宅は、平成27年、
映画「ある女工記」のロケ地に。地元
のもてなしに感銘を受けた児玉監督が
古民家食庵オープンまでのドキュメン
タリー映画を製作
しました。

■日 時 3月18日(日) 11:30〜
■参加費 1,000円(昼食・茶菓子付)
■定 員 30名(先着順)
■映 画
「ある女工記」葉山嘉樹原作・児玉公広監督
「古民家で魅力あるまちづくり〜旧竹内家住宅改修の記録」
■座談会
児玉監督を囲んで映画とロケ地、また古民家と「食」の話など
■申込先 伝法寺庄 ☎080(1760)3633

かたやまそうた

片山 蒼太ちゃん

か く まさむね

加来 正宗ちゃん

1 歳のお子さんの写真を
掲載しませんか？
総務課 情報電算係
（本庁内線334）
kouhou@town.chikujo.lg.jp

あいかわま ゆ

たかはしたいち

相川 茉柚ちゃん

髙橋 太智ちゃん

まつだ たいき

たなか うみね

松田 泰輝ちゃん

田中 海音ちゃん

ひゃくそくほのか

百束 帆華ちゃん
25
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しまざきいと

島

絃ちゃん

ふじわら とうり

藤原 桃季ちゃん

あんどう な ず さ

安藤 那珠沙ちゃん

おがたいつく

緒方 慈ちゃん

築上町に在住の1歳（誕生日
は問いません）のお子さんの写
真を大募集！メールでの申し込
みは、件名を「1歳写真」とし、
①お子さんの氏名（ふりがな）
②保護者の名前
③ご住所
④電話番号
をご記入のうえ、写真データを
送信してください。
「1歳児すくすく教室」にも写
真撮影にお伺いしています♪

まちの

企業紹介

No.5
知っているようで知らない⁉
まちの企業を見てみよう!!

広報ちくじょう2月号

ニッポー紙器株式会社

お客様と共に
新時代の製品づくりに挑戦
水原の、椎田道路がすぐ横を走る小高い丘に工場を

構えるニッポー紙器(株)。さまざまな産業分野のニー

ズに合わせたダンボール箱や包装資材を製造・加工し、
京築地域をはじめ九州全域へ供給しています。

ダンボール箱は工業用など年間を通して製造される

No.159

ものもあれば、イチゴやイチジクなどの農産物やおせ
ち料理用など季節によって需要もさまざま。大型機械

所在地
代表者
設 立
従業員

こめた製品づくりに取り組んでいます。

Interview

製造部長

中﨑 幸一 さん

刷・組み立ての各工程を経て効率的に製造されるほか、
ワークと笑顔を大切に、お客様目線と品質第一で心を

築上町大字水原342
代表取締役社長 井上 泰充
昭和49年
38人

インタビュー

が並ぶ工場内を原材料の段ボールシートが切断・印

検品や細かい細工などは手作業で行われます。チーム

製造業編

築上町の URL
http://www.town.chikujo.jp/
master@town.chikujo.lg.jp

勤続７年目の中﨑さんは、
生産・品質・設備・人員配置
など工場内の管理を担当。
前職での設備管理の経験を生かし、機械トラブル
を未然に防ぐための「点検チェックシート」を導
入するなど、安定供給を図るための工夫をしてき
ました。
毎朝、ランニング・ウォーキングを欠かさない
中﨑さんは、井上社長や従業員に呼びかけアグリ
駅伝大会に出場したこともあるそうです。この日
も「みんな笑顔で一緒に載ろうよ！」と集合写真
を企画。和気藹々とした雰囲気が印象的でした。

商工課

今回は、上り松サロン をご紹介します。

発行：築上町役場 総務課 情報電算係
☎（56）0300（本庁内線 334）
印刷：平和印刷工業社

いつも笑顔の絶えないサロンです。男性の参加
もあり、ゲームは毎回大盛り上がり。曲のテンポ
が早い「きよしのズンドコ節体操」にも取り組み、
練習中です。「ボケます小唄・ボケない小唄」を
毎回唄っています。
12月には、京築保健福祉環境事務所の保健師
さんの指導のもと、マスクや手袋の付け方、手洗
いの方法など感染症予防の講習を受けました。
上り松にお住まいの方で、一緒におしゃべりし
たり、体操したい方はぜひ会場
を覗いてみてください。健康
チェックもできますよ。

●日時

●場所

企業立地係（支所内線181）

お

い で

よ

！

ふ れ あ い

毎月第2水曜日
13:30〜15:30
＊祭日などで変更する
場合があります。

健 康 サ
No.4

ロ
ン

上り松公民館

これでインフル
エンザ予防も
バッチリ！
▲手洗いの仕方を教わりました。

▲手洗いチェッカーで、洗い残し
をチェック。

住民課

健康増進係（支所内線712）

